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○○○○    長浜教区長浜教区長浜教区長浜教区････五村別院五村別院五村別院五村別院････長浜別院宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌法要長浜別院宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌法要長浜別院宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌法要長浜別院宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌法要    

御遠忌御遠忌御遠忌御遠忌キャラクターグキャラクターグキャラクターグキャラクターグッズッズッズッズについてについてについてについて    

御遠忌及びキャラクターの周知をおこなうため、御遠忌キ

ャラクターグッズ（ノート １５０円）を３００部製作して、

長浜別院報恩講・五村別院報恩講期間中に販売し、完売いた

しました。本年度は様々なグッズを試作し、来年度から販売

できるよう検討いたしております。 

なお、新たな御遠忌キャラクターグ

ッズが作成されましたら、その都度「月

報」にてお知らせいたします。 

 

あかり  とも 

○○○○    年末各寺院巡回年末各寺院巡回年末各寺院巡回年末各寺院巡回をををを実施実施実施実施しますしますしますします    

下記のとおり、各寺院へ年末のご挨拶に伺います。ご不在の場合、配布物については、ポス

ト、玄関先等に置かせていただきますのでご容赦ください。 

 

 

 

 

 

 

○○○○    ２２２２０１０１０１０１７７７７年年年年    教区教区教区教区・・・・長浜長浜長浜長浜・・・・五村両別院合同新年互礼会五村両別院合同新年互礼会五村両別院合同新年互礼会五村両別院合同新年互礼会についてについてについてについて（（（（案内案内案内案内））））    

新年互礼会を、明年１月１６日（月）午前１０時から、長浜別院（大谷会館）にて開催しま

すのでご予定ください。（詳細は来月号の「月報」にてご案内いたします） 

 

 

12/ 8（木） 第１４組・第１６組・第１９組 12/ 14（水） 第２１組・第２２組 

9（金） 第２０組・敦賀組 15（木） 第２３組・第２４組 

 12（月） 第１３組・第１７組 16（金） 第１５組 

 13 (火) 第１２組・第１７組・第１８組  

※ 日程は都合により変更することがあります。 

宗祖親鸞聖人750回御遠忌 長浜教区スローガン 

いただこう、あわせる 掌のぬくもりを 
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宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌について 
 



○○○○    ２０１２０１２０１２０１６６６６年度経常費完納御礼年度経常費完納御礼年度経常費完納御礼年度経常費完納御礼    

２０１６年７月１日から９月３０日までに、本年度の宗派経常費をご完納いただきましたご

寺院をご披露し、心より御礼申し上げます。次回は２月号にてご寺院をご披露させていただき

ます。 

今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 

別院     第２０組     

長浜別院大通寺    理念寺 明照寺 良善寺 宗念寺 善良寺 

第１２組     長善寺 廣行寺 唯敎寺 西善寺 西入寺 

等倫寺 法善寺 源海寺 正福寺 聞信寺 養本寺 圓光寺 西照寺 唯行寺 白櫻寺 

德法寺 浄信寺 敬永寺 法雲寺 稱揚寺 念善寺 光輪寺 淨信寺 明願寺 空念寺 

善行寺 今江寺 崇德寺 正業寺 啓福寺 覺圓寺     

光常寺 永福寺 證光寺 本光寺 了信寺 第２１組     

第１３組      林栖寺 來真寺 明善寺 慶善寺 念慶寺 

唯佛寺 善證寺 見瑞寺 德願寺 專了寺 常德寺 樂入寺 真願寺 運德寺 浄福寺 

浄蓮寺 栁岸寺 善通寺 長圓寺 念願寺 清休寺 專通寺 本覺寺 專光寺 泉龍寺 

浄休寺 真入寺 了敬寺 通來寺 福願寺 願正寺 成真寺 髙德寺   

長恩寺 長樂寺 福念寺 真勝寺 明秀寺 第２２組     

光西寺 即法寺 青蓮寺 聽信寺 講善寺 本誓寺 來現寺 雲外寺 慈榮寺 真宗寺 

松音寺 大久寺    真立寺 正安寺 西源寺 來通寺 通覺寺 

第１４組      正傳寺 智源寺 最藏寺 相頓寺 廣福寺 

慶雲寺 皆念寺 通念寺 極安寺 満立寺 浄明寺 正賢寺 安立寺 空德寺 西慶寺 

浄休寺 西蓮寺    浄願寺 金光寺 西樂寺 專照寺  

第１５組      第２３組     

持專寺 長源寺 養善寺 正等寺 田勝寺 願超寺 本光寺 芳澤寺 祐善寺 立法寺 

宗樂寺 了源寺 雲西寺 西福寺 善覺寺 保念寺 頓念寺 善福寺 宿善寺 圓長寺 

勝福寺 安浄寺 覺應寺 了念寺  浄法寺 西信寺 應因寺 向源寺 真西寺 

第１６組      誓順寺 行信寺 圓照寺 浄照寺 龍泉寺 

圓教寺 願隨寺 西光寺 岩隆寺 願海寺 德恩寺 空観寺 報土寺 元龍寺 安覺寺 

了願寺 源光寺 歸命寺 善照寺  龍山寺     

第１７組      第２４組     

存光寺 願善寺 願久寺 永勝寺 西養寺 浄敎寺 圓行寺 隨願寺 教覺寺 充滿寺 

浄邦寺 觀行寺 圓樂寺 行德寺  覺念寺 本宗寺 梅龍寺 雙林寺 慶福寺 

第１８組      立圓寺 猶存寺 長照寺 圓常寺 報春寺 

傳正寺 了西寺 忍法寺 運行寺 極樂寺 明樂寺 誓海寺 樹德寺 明源寺  

安勝寺 法音寺 詫明寺 満德寺 即心寺 敦賀組     

蓮受寺 飯田寺 來生寺 珀清寺 行念寺 量泉寺 西德寺 西誓寺 隆法寺 永壽寺 

第１９組      願通寺 眞願寺 高德寺 唯願寺 無量寺 

西雲寺 法信寺 願應寺 頓證寺 專宗寺 長賢寺 稱名寺 高福寺 皆圓寺  

了福寺 本德寺 西敎寺 真證寺 篠原寺      

覺了寺 常善寺 浄國寺 西通寺       

 

早期完納締切日 ２０１６年９月３０日 ／ 年末完納締切日 ２０１７年１月２０日 

年度末完納締切日 ２０１７年６月３０日 



○○○○    教務所員人事異動教務所員人事異動教務所員人事異動教務所員人事異動についてについてについてについて    

１０月１９日付の人事異動により、加田岡 克哉（長浜教務所主計）が奥羽教務所に異動

し、後任に内麻

う ち ま

 顕

けん

祐

ゆう

（金沢教務所主計）が着任いたしましたので、お知らせいたします。 

 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
○○○○願事礼金願事礼金願事礼金願事礼金のののの改定改定改定改定についてについてについてについて    
 

  ２０１６年度「教務所長各組巡回連絡事項」冊子（１２４頁）にてご連絡いたしましたとお

り、願事礼金が２０１７年１月から改定されます。年内（１２月２８日まで）に申請いただい

た願事については、現行の願事礼金でのお取扱いとなりますのでご承知おきくだい。 

なお、３月までの「住職任命」、「代務者任命」、「得度受式」については、年内に申請いただ

いた場合、現行の願事礼金でのお取扱となりますので、申請を予定されている場合は、書類を

送付いたしますので教務所までお申し出ください。 

    
    
○○○○    真宗本廟真宗本廟真宗本廟真宗本廟（（（（東本願寺東本願寺東本願寺東本願寺））））    真宗本廟両堂等御修復完了奉告法要真宗本廟両堂等御修復完了奉告法要真宗本廟両堂等御修復完了奉告法要真宗本廟両堂等御修復完了奉告法要    

真宗本廟真宗本廟真宗本廟真宗本廟報恩講報恩講報恩講報恩講期間中期間中期間中期間中のののの参拝受付参拝受付参拝受付参拝受付についてについてについてについて    
 

このたびの真宗本廟両堂等御修復完了奉告法要は、真宗本廟で勤まる報恩講の新たな１００

年の始まりを告げる法要として厳修されます。 

そこで近畿連区各教区としては、多くの方に参拝いた

だきたく、このたび専用の参拝受付場所を設け、団体・

個人にかかわらず、記念品をお渡しいたすことになりま

した。ぜひともご参拝ください。 

▲ 受付期間 １１月２０日(日)～１１月２８日(月) 

▲ 受付時間 午前９時～午後４時 

   ※ただし、２０日は午前１１時３０分から、                   

２８日は午後１時までの受付となります。 

    

○○○○        東日本被災地交流事業東日本被災地交流事業東日本被災地交流事業東日本被災地交流事業についてについてについてについて 

１２月５日（月）から１２月７日（水）まで開催いたします東日本被災地交流事業について、

現在、募集定員を満たしていないため、募集募集募集募集期間期間期間期間をををを１１１１１１１１月月月月１６１６１６１６日日日日までまでまでまで延長延長延長延長いたしますので、ど

うぞ参加をご検討いただきますようお願いいたします。 

また、支援金支援金支援金支援金（（（（交流事業交流事業交流事業交流事業にかかるにかかるにかかるにかかる経費経費経費経費としてとしてとしてとして使用使用使用使用いたしますいたしますいたしますいたします））））についてもについてもについてもについても勧募勧募勧募勧募いたいたいたいたしておりしておりしておりしており

ますのでますのでますのでますので併併併併せてせてせてせてごごごご協力協力協力協力くださいくださいくださいください。。。。（交流事業及び支援金勧募の詳細については、先月号の「月報」

を参照ください） 

 

▽▽▽▽転任挨拶転任挨拶転任挨拶転任挨拶        

このたび、１０月１９日付をもちまして、奥羽教務所主計を拝命いたしました。 

教区の皆様方には、２０１４年４月より２年半お世話になりました。 

いざ着任し、各寺院をまわらせていただき、たくさんの方々とお会いする御縁をいただく中

で、地元知らずであった私にとって貴重な出会いと経験をさせていただきました。 

いよいよ教区・両別院の宗祖七百五十回御遠忌法要まで２年半、これからというところで去

ることは、たいへん心残りではありますが、皆様と共に過ごさせていただいた貴重な経験を糧

に、新任地におきましても、一から精進してまいりたく存じます。 

最後に、皆様のご健勝と長浜教区の発展・躍進を念願いたしまして離任のご挨拶とさせてい

ただきます。本当に有り難うございました。       前長浜教務所主計 加田岡 克哉 

近畿連区専用受付場所近畿連区専用受付場所近畿連区専用受付場所近畿連区専用受付場所    



長浜教区・両別院１１・１２月行事予定 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期日 時刻 行   事  内   容 会 場 

11/1(日)  五村別院報恩講 五村別院 

7(月) 14:00 教化委員会「企画室」会議 教務所 

8(火) 14:00 しんらん講座 五村別院 

9(水) 9：30 “花あかり”練習 五村別院 

10(木) 14:00 中央門徒戸数調査会 長浜教区説明会 教務所 

15(火) 11:00 永代経祥月法要 長浜別院 

16(水) 11:00 永代経祥月法要 五村別院 

17(木) 

9：30 

14:00 

15:30 

“花あかり”練習 

東日本被災地交流事業説明会 

御遠忌委員会 幹事会 

五村別院 

教務所 

教務所 

18(金) 19:00 親鸞サークルＳＯＳ 教務所 

25(金) 19:00 解放特伝事前協議会 教務所 

28(月) 14:00 坊守会常任委員会 教務所 

12/1(木) 

9：30 

13:30 

16:00 

“花あかり”練習 

教区改編委員会 

参事会・常任委員会懇談会 

長浜別院 

教務所 

教務所 

5(月)  東日本被災地交流事業（～7日迄）  

8(木) 15:00 保護司会 教務所 

10(土) 10:00 教区坊守会学習会 五村別院 

13(火) 19:00 聖教学習会 教務所 

16(金) 19:00 解放特伝事前協議会 教務所 

 

【敬弔】生前のご功労を偲び、謹んで哀悼の意を表します。 

第１６組 蓮澤寺 前住職 藤元 法亮（２０１６年１０月６日命終） 

 

【住職任命】〈２０１６年１０月２８日 任命〉 第２４組 明源寺 松浦 整 

 

【代務者任命】 

第１２組 皆圓寺 和田 博文  第２１組 運德寺 藤本 有  第２４組 教覺寺 松尾 淳 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

９月号の任命欄に誤りがございました。お詫びして訂正いたします。 

  

【住職代務者任命】〈２０１６年８月２８日 任命〉 第１２組 浄信寺 桑門 昭憲  

 

↓ ＜訂正＞ 
 

【住職任命】〈２０１６年８月２８日 任命〉 第１２組 浄信寺 桑門 昭憲                 （敬称略） 

 

 


